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ほうれん草納豆 ★米　★なたね油　片栗粉　胡麻 納豆　豆腐　豚肉　煮干し　 ★ほうれん草　★チンゲン菜　 しめじ納豆 ★米　胡麻　★なたね油　砂糖 納豆　おから　油揚げ　煮干し しめじ　★ごぼう　★人参　

雑穀入り玄米ご飯 胡麻油　★じゃが芋 粉チーズ ★ねぎ　しめじ　にら　昆布　 雑穀入り玄米ご飯 さつま芋 味噌　ヨーグルト ★ねぎ　乾しいたけ　玉ねぎ　

豆腐とチンゲン菜のとろみ炒め ★人参　青のり おから炒り 昆布　バナナ　★りんご

にらとしめじの中華スープ さつま芋の味噌汁 キウイフルーツ

おやつ じゃが芋のチーズ和え 465kcal おやつ フルーツヨーグルト 474kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　小麦粉 はんぺん　味噌　豆乳　バター ★ねぎ　★白菜　もやし　 雑穀入り玄米ご飯 ★米　片栗粉　★なたね油　砂糖 カレイ　煮干し　卵　 生姜　もやし　ピーマン　★人参

はんぺんのねぎ味噌焼き 刻みのり　★かぼちゃ　玉ねぎ 　 カレイの野菜あんかけ 乾しいたけ　昆布　★ねぎ　

白菜の磯和え 昆布　★人参　バナナ りんご ★りんご　粉寒天

かぼちゃの豆乳スープ 卵の清汁 オレンジジュース

おやつ バナナ　 453kcal おやつ オレンジ寒天 447kcal

小松菜納豆 ★米　★なたね油　片栗粉　麩 納豆　厚揚げ　煮干し　味噌 ★小松菜　玉ねぎ　★人参　昆布 キャロットライス ★米　★なたね油　砂糖　胡麻 バター　豚ひき肉　卵　牛乳　 ★人参　玉ねぎ　キャベツ　

雑穀入り玄米ご飯 胡麻油　砂糖 ヨーグルト ピーマン　乾しいたけ　生姜 ハンバーグ パン粉　小麦粉　 きゅうり　赤ピーマン　えのき

厚揚げの酢豚風 にんにく　★大根　★りんご 野菜サラダ 黄ピーマン　★ほうれん草　

大根の味噌汁 キウイフルーツ ほうれん草とえのきのスープ バナナ

おやつ フルーツヨーグルト 456kcal おやつ バナナパン  牛乳 537kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　砂糖　胡麻　さつま芋 鯖　卵　煮干し　味噌　牛乳 ★キャべツ　もやし　★人参

鯖の照り焼き 水菜　

キャべツの胡麻酢和え

卵と水菜の味噌汁

おやつ ふかし芋　牛乳 468kcal おやつ kcal

ほうれん草入りカレーライス ★米　★なたね油　砂糖　胡麻油 鶏肉　 生姜　にんにく　★人参　玉ねぎ

大根サラダ ★じゃが芋 ★ほうれん草　★大根　きゅうり

りんご ★りんご　ぶどうジュース

粉寒天

おやつ グレープ寒天 458kcal おやつ kcal

ねぎ納豆 ★米　 納豆　厚揚げ　竹輪　うずらの卵 ★ねぎ　★大根　★人参　昆布 にら納豆 ★米　★なたね油　麩　砂糖 納豆　油揚げ　煮干し　味噌 にら　切干大根　★人参　若布

雑穀入り玄米ご飯 煮干し　鰹節　油揚げ　味噌 玉ねぎ　バナナ 雑穀入り玄米ご飯 白滝 ヨーグルト 玉ねぎ　昆布　キウイフルーツ

おでん風煮 牛乳 切干大根煮

玉ねぎの味噌汁 若布の味噌汁

おやつ バナナ　牛乳 475kcal おやつ キウイヨーグルト 454kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★じゃが芋　★なたね油 豚肉　ひきわり納豆　油揚げ 玉ねぎ　★人参　★大根　 雑穀入り玄米ご飯 ★米　小麦粉　砂糖　★なたね油 鮭　バター　油揚げ　鰹節　豆腐 ★人参　★小松菜　昆布　★ねぎ

肉じゃが 白滝　白玉粉　砂糖　片栗粉 煮干し　味噌 ★ごぼう　昆布　★ねぎ 鮭のムニエル・人参グラッセ 煮干し　味噌　牛乳 バナナ

オレンジ オレンジ 小松菜の煮浸し

納豆と野菜の味噌汁 豆腐の味噌汁

おやつ しょうゆ団子 477kcal おやつ バナナ　牛乳 478kcal

白菜と胡麻納豆 ★米　胡麻　★なたね油　片栗粉 納豆　豚ひき肉　煮干し　 ★白菜　★かぶ　★人参　若布 にゅうめん 米粉麺　砂糖　胡麻　さつま芋 鶏ささ身　煮干し 若布　★ねぎ　昆布　ひじき

雑穀入り玄米ご飯 砂糖 ヨーグルト えのき　★ねぎ　昆布　バナナ ひじきサラダ ★なたね油 キャベツ　きゅうり　★人参

かぶのそぼろ煮 ★かぶの葉 みかん みかん

若布とえのきの清汁

おやつ バナナヨーグルト 423kcal おやつ 大学芋 457kcal

雑穀入り玄米ご飯 ★米　★なたね油　 たら　味噌　鰹節　油揚げ　味噌 ★白菜　もやし　★人参　昆布

たらの味噌焼き 煮干し　牛乳 ★かぼちゃ　玉ねぎ　★りんご

白菜のおかか和え

かぼちゃの味噌汁

おやつ りんご　牛乳 439kcal おやつ kcal

麻婆豆腐丼 ★米　★なたね油　片栗粉　胡麻 豆腐　豚ひき肉　味噌　煮干し ★ねぎ　生姜　にんにく　にら

温野菜サラダ 胡麻油　砂糖　 牛乳 ★ブロッコリー　カリフラワー

グレープフルーツ ★人参　グレープフルーツ

チンゲン菜の中華スープ ★チンゲン菜　乾しいたけ　昆布

おやつ 牛乳寒天 粉寒天 440kcal おやつ kcal

しらす納豆 ★米　★じゃが芋　★なたね油 納豆　しらす　煮干し　味噌　卵 玉ねぎ　★人参　ピーマン

雑穀入り玄米ご飯 麩　小麦粉　砂糖 油揚げ　牛乳　チーズ ★白菜　しめじ　昆布

じゃが芋のきんぴら

白菜の味噌汁

おやつ チーズ蒸しパン 470kcal おやつ kcal

ひじきの炊き込みご飯 ★米　★なたね油　こんにゃく 油揚げ　大豆　鰹節　厚揚げ　 ひじき　★人参　★ごぼう　

五目大豆煮 砂糖 味噌　煮干し　バター　牛乳 乾しいたけ　昆布　★小松菜

バナナ バナナ　★かぼちゃ　

小松菜の味噌汁

おやつ マッシュかぼちゃ　牛乳 485kcal

お弁当デ̶

天皇誕生日

年末年始休み

年末年始休み

年末年始休み

昼食16 金

昼食 昼食15 木 31 月

昼食 昼食14 水 30 金

昼食 昼食13 火 29 木

昼食 昼食12 月 28 水

昼食 昼食9 金 27 火

昼食 昼食8 木 26 月

昼食 昼食7 水 23 金

昼食 昼食6 火 22 木

昼食 昼食5 月 21 水

1 木 19 月

昼食 昼食2 金 20 火

12月の献立 めばえの森

昼食 昼食

２１日は
「クリスマス給食」です




